きずな通信
＜平成２６年第４回定例会号＞ 第３６号
や く まる

渋谷区議会 無所属クラブ

幹事長

《渋谷区役所》 渋谷区宇田川町 1-1-5F

よし

と

薬丸 義人

《自宅》 渋谷区恵比寿 2-17-20

℡ 03-3463-1046

℡ 03-3444-7575

◆１１月２７日から１２月９日までの会期
で、渋谷区議会平成２６年第４回定例会が
開かれました。
今定例会では、区長提出による条例案１４件、平
成２６年度補正予算案２件、契約案件１件、人事案
件３件、請願等について審議しました。

◆１２月１日に『渋谷区公共の場所におけ
る客引き行為等の防止に関する条例』を施
行しました。

ハチ公広場からセンター街へ向けて条例施行周知のパレード
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◆今定例会の議案と採決の結果。
（○×は無所属クラブの賛否、右は議会採決の結果です）

１人権擁護委員の候補者について（諮問）
○：支障のない旨 答申(全員賛成)
髙橋 千善氏（南平台町在住） <再任>
文化芸術振興推進協議会委員、国民健康保険運
営協議会委員、都市計画審議会委員。
ハチ公広場での条例制定式典

中嶋 正樹氏（本町在住） <新任>
渋谷本町学園小ＰＴＡ会長、渋谷区立小学校Ｐ

客引き行為等防止の啓発地区（１２月１日現在）

ＴＡ連合会会長。

阿部 澄子氏（神宮前在住） <新任>
渋谷区教育指導専門員、全国小学校国語教育研
究会顧問、元中野区・練馬区立小学校長歴任。

２区議会議員の報酬等に関する条例の改正
○：可決(賛成多数)
議員報酬及び区長等給料等審議会の答申を受
け議員報酬を引き上げるもの。一般の議員で月額
３千円の増。平成５年以来２１年ぶりの引き上げ

３区長・副区長の給料等に関する条例の改正
○：可決(賛成多数)
４教育長の給与等に関する条例の改正
○：可決(賛成多数)
同審議会の答申を受け区長給料を月額５５０
０円、副区長給料を４５００円、教育長給与を３
８００円引き上げるもの。１５年ぶりの引き上げ

５職員の給与に関する条例の改正
○：可決(賛成多数)
６幼稚園教育職員の給与に関する条例の改正
○：可決(全員賛成)
特別区人事委員会の勧告を受けて、公民較差を
解消するため、職員ならびに幼稚園教育職員の給
与を引き上げるもの。
平成１１年以来、１５年ぶり
の給与引き上げです。特に平成
２１年からは５年連続で勧告に
よる引き下げが続いていました。
デフレ脱却の明るい兆しです。
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７平成２６年度一般会計補正予算（第４号）
○：可決(賛成多数)

②施 設：多目的室Ａ，多目的室Ｂ
③開 館：火～土曜日

10:00～21:00

日曜・休日

10:00～17:30

歳入歳出にそれぞれ１億６４６６万７千円を
増額し、本年度の一般会計予算総額を８９０億

④休館日：月曜日及び第２木曜日、年末年始

３５３６万４千円とするもの。

11 保育料徴収条例及び区立保育園条例の改正
○：可決(賛成多数)

歳出内容は下記の３項目です。
①平成２５年度の特別区税過誤納還付金の交付
に５０００万円。

子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、認可

②代々木小学校跡地複合施設（仮称）総合改修設

保育所の保育料及び区立保育園の延長保育料の

計に３２４３万５千円。（防災拠点、保育園、

算定基礎区分について、所得税ベースから住民税

区民集会施設、障がい児通所施設等）

ベースに変更するもの。

③認可外保育施設の整備に８２２３万２千円。

また、児童福祉法の改正に伴い「保育に欠ける」

（待機児解消のため、広尾・初台の両保育園仮設

を「保育を必要とする」に改める等の文言整理を

園舎跡地に緊急対策として区立保育室を整備）
歳入財源は繰越金を計上。

行うもの。
新制度制定に伴い「保育の実施に関する条例」
は廃止されます。

８平成２６年度一般会計補正予算（第５号）
○：可決(賛成多数)

負担が増加することのないよう、各階層

歳入歳出にそれぞれ３億４３３６万８千円を

保育料額や階層幅について、きめ細かく

保育料の設定に当たっては、保護者の

増額し、本年度の一般会計予算総額を８９３億

配慮します。

７８７３万２千円とするもの。
①衆議院議員選挙の執行に７１１２万５千円。

12 地域交流センター条例の改正
○：可決(賛成多数)

②河津区民保養施設の大浴場棟の改修工事に２

区民の自主的な地域活動の促進、地域コミュニ

歳出内容は下記の３項目です。

億６５７２万９千円。

ティの活性化を図ることを目的に、上原・代々木・

③衆議院議員選挙に関する予備費として６５１

神宮前の各地区に地域交流センターを設置する

万４千円。

もの。

歳入財源は都支出金・繰越金を計上。

☆共通項目
団体使用施設：区民交流室、文化ふれあい広場

９公契約条例の改正

開館 9:00～21:00（日曜は 17:30 まで）

○：可決(賛成多数)

個人使用施設：浴室、リラクゼーションルーム

条例の適用対象に、予定価格が１千万円以上の

開館 9:00～17:00

業務委託契約や指定管理協定の一部を追加する。
また、労働報酬下限額の設定について、基準の

①地域交流センター上原（上原 1-18-6）
休館日：団体施設 月曜、第２日曜、年末年始

見直しを行い、適正な労働条件の確保を図る。

個人施設 月曜、日曜、年末年始
②地域交流センター代々木（代々木 3-51-8）

10 笹塚駅前区民施設条例（制定）
○：可決(賛成多数)

休館日：団体施設 火曜、第３日曜、年末年始
個人施設 火曜、日曜、年末年始

地域住民のコミュニティの形成を促進し、区民

③地域交流センター神宮前（神宮前 6-10-14）

の福祉を増進するため笹塚駅前に区民施設を新

団体使用施設として、和室と料理室も有り。

設するもの。

休館日：団体施設 火曜、第４日曜、年末年始

①名称：笹塚駅前区民施設（笹塚 1-47-1）

個人施設 火曜、日曜、年末年始
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13 幼稚園条例及び幼保一元化施設条例の改正
○：可決(賛成多数)

◆傍聴にいらっしゃいませんか！
本会議および各委員会は傍聴することができます。

子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、生活

区役所５階区議会事務局で傍聴券をお渡しします。

保護世帯の入園料・保育料を無料とし、多子世帯

是非お越しください。
（大型の電動車椅子ご使用の

における入園料・保育料の軽減措置について特例

方、手話通訳の必要な方は、あらかじめ薬丸義人に

を追加するもの。

ご連絡ください）

また、幼保一元化施設の保育料の算定基礎区分
について、所得税ベースから住民税ベースに変更
するもの。

14 図書館条例の改正
○：可決(賛成多数)
①笹塚図書館を移転する。
（笹塚 1-47-1）
閲覧：10:00～21:00（日曜･休日は 18:00 まで）
休館日：月曜日（休日のときは開館）
毎月第２木曜日（休日のときは翌日）

◆渋谷区議会では平成元年第４回定例会
において『虚礼等廃止に関する決議』を行
いました。
この決議に基づき、
『区議会議員からの年賀状・寒中見舞い等
の挨拶状は廃止』
となっております。
（いただいた年賀状等への返信は除く）
何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。

年末年始、特別整理期間（年３日間）
②中央図書館の閲覧時間を 9:00～21:00（日曜・

薬丸義人プロフィール

月曜・休日は 9:00～18:00）に変更する。

昭和３９年６月２３日

③こもれび大和田図書館の閲覧時間を 9:00～

渋谷区広尾の日赤にて誕生

21:00（日曜・休日は 9:00～17:00）に変更する。

（かに座、Ｂ型）
渋谷同胞幼稚園

☆その他、清掃及びリサイクル条例の改正、幡ヶ谷

渋谷区立臨川小学校

原町住宅改築工事請負契約の両議案を全員賛成

明大中野中・高（剣道部）

で可決。また、手数料条例の改正、敬老館条例の

明治大学政治経済学部 卒

改正、特別区道路線の廃止の各議案を賛成多数で

昭和６２年 東京トヨペット㈱入社

可決しました。

渋谷営業所配属

さらに、請願１件については賛成少数で否決、
意見書３本を国会・政府に送付することに決定。

翌年、人事部へ異動
平成４年 中央商工㈱を継承
（民間車検工場）

◆『河津さくらの里 しぶや』の改修工事に
ついて。

平成１７年 第１０回自動車整備技能競技東京大会において金賞受賞

＊

本施設は、１０月２７日にオープンしましたが、

＊

＊

＊

＊

＊

＊

平成１９年 渋谷区議会議員選挙にて初当選

大浴場を含む東館の耐震強度が低いことが判明し

平成２３年 ２期目当選

ました。そのため対応策として「東館及び大浴場」

現在の役職

渋谷区議会 無所属クラブ 幹事長（４人会派）

を移設新築することとしました。（今定例会におい

都市環境委員会 副委員長 ・ 議会運営委員会 委員

て改修工事の補正予算を議会可決）

庁舎問題特別委員会 委員 ・ 渋谷区防災会議 委員

改修期間中、施設の営業は継続しますが、大浴場
の利用ができなくなるため、徒歩３分（３００Ｍ）
程の「河津町営 踊り子温泉会館」
（大浴場・露天風
呂・うたせ湯・サウナ等）をご利用いただきます。
ご不便をおかけしますがご理解下さい。

★次回の渋谷区議会
平成２７年第 1 回定例会は
３月開会の予定です‼
討議資料
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